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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 19,815 ― △109 ― △120 ― △16 ―

20年3月期第2四半期 20,142 △1.4 △232 ― △199 ― △161 ―

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 △1.04 ―

20年3月期第2四半期 △10.32 ―

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 19,217 3,073 15.5 193.01
20年3月期 18,623 3,162 16.5 196.07

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,983百万円 20年3月期  3,068百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 6.00

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 40,000 △4.2 250 208.6 200 62.6 150 ― 9.59

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、４ページ「定性的情報・財務諸表等 4．その他」をご覧下さい。  

(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、４ページ「定性的情報・財務諸表等 4．その他」をご覧下さい。  

(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．上記の業績予想につきましては、平成20年５月16日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成20年10月20日付で公表しました「業績予想
の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
2．上記の予想は、本資料発表日現在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、４ページ「定性的情報・財務諸表等 3．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
3．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2四半期  16,861,544株 20年3月期  16,861,544株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,405,307株 20年3月期  1,211,447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  15,553,326株 20年3月期第2四半期  15,655,513株
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連結経営成績（会計期間）（平成20年７月１日～平成20年９月30日） (％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 9,881 ― △82 ― △89 ― △56 ―

 20年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △3.68 ―

 20年3月期第2四半期 ― ―
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当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～平成20年９月30日）におけるわが国経済は、欧米金融危機の影響

による世界経済悪化の懸念が高まるなか、株価急落、不安定な為替動向、さらに原油・原材料価格の高騰による物価

上昇により個人消費の減退も懸念され、経済環境の先行きは依然として不透明な状況となっております。 

このような経営環境のなか当社グループは、「内作紙製品拡販と自社工場（連結子会社含む）100％稼動」「利益重

視の営業」「統合基幹システム稼動・運用」を目標に各事業部門の粗利額の増加、赤字部門の黒字化に取り組んでま

いりました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高9,881百万円、営業損失82百万円、経常損失89百万円、四

半期純損失56百万円となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）の業績は、売上高19,815百万円で前年

同期比1.6％の減収に、利益面では営業損失109百万円（前年同期は営業損失232百万円）、経常損失120百万円（前年

同期は経常損失199百万円）、四半期純損失16百万円（前年同期は四半期純損失161百万円）となりました。 

当第２四半期連結会計期間および当第２四半期連結累計期間の事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであり

ます。 

「紙製品事業」 

紙製品事業につきましては、販売数量の減少により、売上高は前年同期に比べ17百万円減少して3,228百万円、利

益については、原材料価格の上昇に対する販売価格修正不足を生産性向上で補えず、営業利益は前年同期に比べ18

百万円減少して、営業損失15百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、販売数量が前年に比べ微減となったものの、販売価格修正により前年同

期に比べ55百万円増加して6,523百万円、営業利益は前年同期に比べ5百万円減少して、17百万円となりました。 

「化成品事業」 

化成品事業につきましては、「容器包装リサイクル法」の施行によるレジ袋の需要減から販売数量が前年を下回

り、売上高は前年同期に比べ120百万円減少して3,881百万円、利益については、原材料価格の高騰に伴うレジ袋仕

入価格の上昇に対する販売価格修正不足を為替効果で補い、営業損失は前年同期に比べ99百万円減少して47百万円

となりました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、販売数量が前年を下回り、前年同期に比べ351百万円減少して7,662百万

円、営業損失は為替効果があったものの、原材料価格の数次にわたる高騰とそれに伴うレジ袋仕入価格の上昇に対

する販売価格修正のタイムラグにより追いつかず、前年同期に比べ150百万円減少して、92百万円となりました。 

「その他事業」 

その他事業につきましては、Ｓ・Ｖ・Ｓ（スーパーバッグ・ベンダー・システム）を主たる事業として展開して

おりますが、家電量販店の出店増などから売上高は前年同期に比べ16百万円増加して2,770百万円、利益について

は、仕入価格の上昇により粗利率が低下し、営業損失は前年同期に比べ9百万円増加して19百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、主要なお客様である大手小売業界における個人消費の低調などから、前

年同期に比べ31百万円減少して5,628百万円、営業損失は粗利率の低下により前年同期に比べ22百万円増加して、34

百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債、純資産の状況 

総資産は、前連結会計年度末に比べ593百万円増加して、19,217百万円となりました。主な増加は、現金及び預金

の増加257百万円、たな卸資産の増加466百万円、未収入金の増加117百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛

金の減少416百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ681百万円増加して、16,143百万円となりました。主な増加は、借入金の増加

702百万円であり、主な減少は、支払手形及び買掛金の減少48百万円であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ88百万円減少して、3,073百万円となりました。主な増加は、その他有価証券

の時価評価差額の増加56百万円であり、主な減少は自己株式の取得32百万円、配当金93百万円であります。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の16.5％から15.5％となりました。 
  

(2) キャッシュ・フローの状況 

「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損失122百万円、たな卸資産の増加466百万円、未収入金の増加117百万円などにより資金が

減少し、減価償却費176百万円、売上債権の減少415百万円などにより資金が増加して、営業活動では226百万円の減

少となりました。 

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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

固定資産の売却による収入8百万円があった一方、投資有価証券および固定資産の取得による支出79百万円などが

あり、投資活動では71百万円の減少となりました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

借入金が純額で702百万円増加した一方、自己株式の取得による支出32百万円、配当金の支払額91百万円などがあ

り、財務活動では574百万円の増加となりました。 
  

以上の結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は、1,359百万円と前連結会計年度末に比べ256百万円

増加いたしました。 

  

今後の見通しにつきましては、原材料価格の動向に加えて、金融危機の影響により景気の減速感がさらに強まり、

個人消費の一層の後退も懸念されるなど、当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況で推移していくものと予想

されます。 

通期業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間における業績の状況を勘案し、業績予想の見直しを行った

結果、平成20年５月16日の決算発表時に公表しました平成21年３月期の連結業績予想を修正いたしました。当該予想

に関する詳細は、平成20年10月20日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法について、たな卸資産の簿価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについての

み、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法について、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。 

  

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。 

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)を第１

四半期連結会計期間から適用し、当社及び国内連結子会社の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、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞ

れ8,194千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。 

③ 「連結財務諸表作成における存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)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。 

 これに伴う営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

 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。 

  
（追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数について、当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を８～10

年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成

20年４月30日 法律第23号）を契機とし見直しを行い、８～12年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、減価償却費は7,715千円減少し、営業損失、経常損失及び税金

等調整前四半期純損失は、それぞれ6,330千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. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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 1,371,993 1,114,108 

受取手形及び売掛金 6,902,678 7,319,157 

商品及び製品 3,059,512 2,646,856 

仕掛品 314,600 312,686 

原材料及び貯蔵品 489,312 437,359 

繰延税金資産 231,509 253,825 

その他 522,922 515,973 

貸倒引当金 △9,519 △8,509 

流動資産合計 12,883,007 12,591,455 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 5,838,224 5,847,201 

減価償却累計額 △4,145,492 △4,081,162 

建物及び構築物（純額） 1,692,732 1,766,039 

機械装置及び運搬具 10,488,241 10,450,410 

減価償却累計額 △9,481,678 △9,450,241 

機械装置及び運搬具（純額） 1,006,563 1,000,169 

土地 1,123,398 1,123,398 

建設仮勘定 9,125 5,295 

その他 774,389 771,564 

減価償却累計額 △685,957 △674,655 

その他（純額） 88,432 96,909 

有形固定資産合計 3,920,251 3,991,810 

無形固定資産 222,597 160,993 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,354,765 1,283,679 

破産更生債権等 33,116 32,631 

繰延税金資産 237,332 156,389 

その他 606,902 447,206 

貸倒引当金 △40,966 △40,381 

投資その他の資産合計 2,191,149 1,879,524 

固定資産合計 6,333,997 6,032,328 

資産合計 19,217,004 18,623,782 
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（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 8,586,052 8,634,543 

短期借入金 2,161,424 1,827,718 

未払法人税等 18,887 23,049 

賞与引当金 238,796 241,181 

その他 803,877 732,919 

流動負債合計 11,809,037 11,459,410 

固定負債 

長期借入金 3,471,097 3,102,710 

退職給付引当金 595,210 597,976 

役員退職慰労引当金 253,253 278,498 

その他 14,557 23,043 

固定負債合計 4,334,116 4,002,227 

負債合計 16,143,153 15,461,637 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,374,756 1,374,756 

資本剰余金 1,450,226 1,450,226 

利益剰余金 282,548 395,669 

自己株式 △240,137 △207,638 

株主資本合計 2,867,393 3,013,013 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 155,997 99,614 

繰延ヘッジ損益 △4,597 △28,003 

為替換算調整勘定 △35,596 △16,075 

評価・換算差額等合計 115,804 55,536 

少数株主持分 90,655 93,596 

純資産合計 3,073,852 3,162,145 

負債純資産合計 19,217,004 18,623,782 
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(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 19,815,135 

売上原価 17,111,611 

売上総利益 2,703,524 

販売費及び一般管理費 

運送費及び保管費 1,416,220 

人件費 773,232 

賞与引当金繰入額 116,468 

退職給付引当金繰入額 47,601 

賃借料 108,787 

旅費及び交通費 62,069 

その他の経費 288,807 

販売費及び一般管理費合計 2,813,183 

営業損失（△） △109,659 

営業外収益 

受取利息 153 

受取配当金 18,655 

持分法による投資利益 11,253 

受取賃貸料 16,418 

作業屑売上 2,867 

雑収入 21,461 

営業外収益合計 70,806 

営業外費用 

支払利息 70,513 

為替差損 6,128 

その他 4,710 

営業外費用合計 81,351 

経常損失（△） △120,204 

特別利益 

前期損益修正益 34 

貸倒引当金戻入額 57 

特別利益合計 91 

特別損失 

固定資産除却損 1,911 

特別損失合計 1,911 

税金等調整前四半期純損失（△） △122,024 

法人税、住民税及び事業税 8,813 

法人税等調整額 △112,802 

法人税等合計 △103,989 

少数株主損失（△） △1,842 

四半期純損失（△） △16,193 
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【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 9,881,716 

売上原価 8,561,444 

売上総利益 1,320,272 

販売費及び一般管理費 

運送費及び保管費 711,685 

人件費 384,024 

賞与引当金繰入額 53,724 

退職給付引当金繰入額 23,105 

賃借料 54,774 

旅費及び交通費 31,367 

その他の経費 144,294 

販売費及び一般管理費合計 1,402,973 

営業損失（△） △82,701 

営業外収益 

受取利息 118 

受取配当金 1,136 

持分法による投資利益 4,527 

受取賃貸料 8,223 

作業屑売上 1,562 

雑収入 7,156 

営業外収益合計 22,723 

営業外費用 

支払利息 36,510 

為替差損 △5,714 

その他 △1,303 

営業外費用合計 29,492 

経常損失（△） △89,470 

特別利益 

固定資産売却益 △1 

貸倒引当金戻入額 △4 

特別利益合計 △5 

特別損失 

固定資産除却損 43 

投資有価証券評価損 △2,411 

特別損失合計 △2,368 

税金等調整前四半期純損失（△） △87,107 

法人税、住民税及び事業税 4,407 

法人税等調整額 △34,873 

法人税等合計 △30,466 

少数株主利益 217 

四半期純損失（△） △56,858 
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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損失（△） △122,024 

減価償却費 176,029 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,595 

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,385 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,012 

未払債務の増減額（△は減少） 30,629 

未収入金の増減額（△は増加） △117,881 

受取利息及び受取配当金 △18,808 

支払利息 70,513 

為替差損益（△は益） 6,128 

持分法による投資損益（△は益） △11,253 

固定資産除却損 1,911 

売上債権の増減額（△は増加） 415,994 

たな卸資産の増減額（△は増加） △466,524 

仕入債務の増減額（△は減少） △48,491 

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,049 

その他 △72,439 

小計 △183,969 

利息及び配当金の受取額 44,729 

利息の支払額 △69,332 

法人税等の支払額 △17,683 

営業活動によるキャッシュ・フロー △226,256 

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 △7,295 

固定資産の取得による支出 △71,911 

固定資産の売却による収入 8,450 

貸付けによる支出 △665 

貸付金の回収による収入 1,045 

その他 △1,319 

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,694 

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 1,397,761 

短期借入金の返済による支出 △1,109,123 

長期借入れによる収入 930,000 

長期借入金の返済による支出 △516,544 

自己株式の取得による支出 △32,499 

配当金の支払額 △91,996 

その他 △3,562 

財務活動によるキャッシュ・フロー 574,037 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,521 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 256,565 

現金及び現金同等物の期首残高 1,102,498 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,359,064 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

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) 

(単位：千円) 

 
(注) １ 事業の区分は、製品の種類により区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 紙製品事業 ……… 角底紙袋、手提袋、平袋、防湿加工紙、包装紙 

(2) 化成品事業 ……… ポリ袋、トレー 

(3) その他事業 ……… レジ用紙、事務用品、その他雑貨 

３ 「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

第１四半期連結会計期間から適用し、当社及び国内連結子会社の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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は紙製品事業が2,137

千円減少し、営業損失は化成品事業が3,387千円、その他事業が2,670千円増加しております。 

４ 「連結財務諸表作成における存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）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行って

おります。 

これに伴う営業利益又は営業損失に与える影響は軽微であります。 

５ 有形固定資産の耐用年数について、当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を８～

10年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律

平成20年４月30日 法律第23号）を契機とし見直しを行い、８～12年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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、紙製品事業が

6,330千円増加しております。 

  

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

紙製品事業 化成品事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,523,531 7,662,948 5,628,656 19,815,135 ― 19,815,135

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,523,531 7,662,948 5,628,656 19,815,135 ― 19,815,135

営業利益又は営業損失（△） 17,541 △92,417 △34,783 △109,659 ― △109,659

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(単位：百万円) 

 
  

「参考資料」

(要約) 前四半期連結損益計算書

科  目

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

金  額 百分比

Ⅰ 売上高 20,142 100.0

Ⅱ 売上原価 17,528 87.0

  売上総利益 2,614 13.0

Ⅲ  販売費及び一般管理費

  運送費 903

  保管料 526

  人件費 947

  賃借料 111

  旅費交通費 65

  その他の経費 294

  販売費及び一般管理費合計 2,847 14.2

  営業損失（△) △ 232 △ 1.2

Ⅳ 営業外収益

  受取利息及び配当金 15

  持分法による投資利益 13

  その他の営業外収益 84

  営業外収益合計 113 0.6

Ⅴ 営業外費用

  支払利息 75

  その他の営業外費用 4

  営業外費用合計 80 0.4

  経常損失（△） △ 199 △ 1.0

Ⅵ 特別利益

  貸倒引当金戻入益 0

  保険金収入 0

  特別利益合計 1 0.0

Ⅶ 特別損失

  固定資産除却損 12

  投資有価証券売却損 11

  投資有価証券評価損 1

  特別損失合計 25 0.1

  税金等調整前四半期純損失（△) △ 223 △ 1.1

  法人税、住民税及び事業税 17 0.1

  法人税等調整額 △ 81 △ 0.4

  少数株主利益 3 0.0

  四半期純損失（△） △ 161 △ 0.8
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(単位：百万円) 

 
  

(要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区  分 金  額

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損失（△） △ 223

  減価償却費 202

  貸倒引当金の減少額 △ 0

  賞与引当金の増加額 17

  退職給付引当金の増加額 8

  未払債務の増加額 44

  未収入金の減少額 20

  受取利息及び受取配当金 △ 15

  支払利息 75

  為替差益 △ 41

  持分法による投資利益 △ 13

  投資有価証券売却損 11

  有形固定資産売却損及び有形固定資産除却損 12

  投資有価証券評価損 1

  売上債権の減少額 490

  たな卸資産の増加額 △ 233

  仕入債務の減少額 △ 443

  未払消費税等の減少額 △ 3

  その他の増減額 △ 13

  小計 △ 102

  利息及び配当金の受取額 15

  利息の支払額 △ 76

  法人税等の支払額 △ 56

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 218

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 △ 7

  投資有価証券の売却による収入 2

  固定資産の取得による支出 △ 80

  貸付金の回収による収入 0

  その他の増減額 7

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 77

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 1,408

  短期借入金の返済による支出 △ 1,251

  長期借入れによる収入 910

  長期借入金の返済による支出 △ 496

  自己株式の取得による支出 △ 1

  配当金の支払額 △ 91

  その他 △ 3

  財務活動によるキャッシュ・フロー 473

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 29

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 206

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 860

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,066
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前第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

(単位：百万円) 

 
(注) １ 事業の区分は、製品の種類により区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 紙製品事業 ……… 角底紙袋、手提袋、平袋、防湿加工紙、包装紙 

(2) 化成品事業 ……… ポリ袋、トレー 

(3) その他事業 ……… レジ用紙、事務用品、その他雑貨 

  

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

(要約) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

紙製品事業 化成品事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,467 8,014 5,660 20,142 ― 20,142

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,467 8,014 5,660 20,142 ― 20,142

営業費用 6,444 8,258 5,672 20,375 ― 20,375

営業利益又は営業損失（△） 22 △ 243 △ 12 △ 232 ― △ 232

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(単位：千円) 

 
  

(単位：千円) 

 
  

6. その他の情報

(1) 受注及び販売の状況

①連結受注状況

前第２四半期連結会計期間 
自平成19年７月１日 
至平成19年９月30日

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

前連結会計年度
自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

金額 構成比 金額 金額 構成比 金額 金額 構成比 金額

％ ％ ％

角底紙袋 2,510,390 25.1 829,000 2,509,643 25.4 895,000 10,826,436 25.9 839,000

その他紙袋 238,832 2.4 88,000 248,314 2.5 85,000 1,017,377 2.4 93,000

防湿加工紙 155,249 1.5 52,000 156,986 1.6 57,000 700,268 1.7 57,000

その他紙製品 296,371 3.0 106,300 386,369 3.9 130,400 1,554,917 3.7 119,500

化成品 4,003,317 40.1 1,303,000 3,894,945 39.5 1,292,000 16,088,236 38.5 1,282,000 

その他 2,782,946 27.9 940,000 2,677,783 27.1 861,000 11,621,168 27.8 951,000 

合計 9,987,105 100.0 3,318,300 9,874,040 100.0 3,320,400 41,808,402 100.0 3,341,500 

②連結販売実績

前第２四半期連結会計期間 
自平成19年７月１日  
至平成19年９月30日

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

前連結会計年度
自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

角底紙袋 2,450,390 24.5 2,453,418 24.8 10,776,436 25.8

その他紙袋 259,332 2.6 243,314 2.5 1,011,077 2.4

防湿加工紙 178,249 1.8 154,986 1.6 693,268 1.7

その他紙製品 358,371 3.6 377,269 3.8 1,545,717 3.7

化成品 4,002,317 40.0 3,881,945 39.3 16,114,236 38.6

その他 2,753,946 27.5 2,770,784 28.0 11,615,168 27.8

合計 10,002,605 100.0 9,881,716 100.0 41,755,902 100.0
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